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図書館からのインフォメーション 図書館からのインフォメーション 図書館からのインフォメーション 

■ 電子ジャーナル説明会報告、「カムパネルラ」の紹介、常設展示

■ 常設展示

このたびは、図書館員のプロデュースで二つのテーマで展示しました。

絵はがきと資料でたどる郷土の歴史

（大正末期～昭和初期）

平成19年10月１日（月）～11月30日（金）

絵葉書を中心に仙台、宮城の郷土の歴史をたどってみました。

庶民のくらし、広告絵はがき 仙台の交通体系　仙台鉄道とその周

辺　仙台出身の横綱：谷風が主な内容として展示、現在のように、

情報流通・交通手段が発達していなかった時代の、昔なつかしい風

景が繰り広げられました。

教科書で習う百人一首～王朝和歌の世界をのぞく～

平成19年12月１日（土）～２月末日

寒い季節に合わせて、いにしえの身分の高い人たちが家の中での

遊びとしていただろう和歌の世界を覗く事を試みました。

教科書のなかにも取り上げられているので、懐かしく思い出され

る歌もあったと思います。

今回は附属図書館に所蔵している資料を、楽しく見られる展示に

してみました。彩色の美しさも堪能出来ました。

「こんな資料がこの図書館にあるなんて知らなかった」と展示を

のぞき込んでいた方もいて有意義な展示であったと思います。

■ 電子ジャーナル説明会報告

2007年11月19日・20日の両日、「業者による電子ジャーナルの説明会」を開催しました。図

書館では、電子ジャーナル利用について定期的な講習会を開催し利用拡大に努めていますが、

さらにその拡大を図るために開催したものです。各々の電子ジャーナルの特徴や利用方法など

について説明してもらい、図書館スタッフが説明している、情報リテラシー講習会とは違って、

さらに詳しい説明が聞け、参加者の反応は良好でした。両日とも、教員・院生・学部生・職員

など多数の利用者の参加があり、二日間で延べ55名でした。

この結果から、院生１年または学部４年生を対象に、毎年１回は開催する方向でいます。

■「カムパネルラ」と名づけた児童図書（絵本中心）の紹介

のページができました。

宮教大図書館では、大学図書館では珍しい児童図書（絵本

も含む）をたくさん収集しており、皆さんの利用をお待ちし

ています。このたび図書館運営委員の藤田先生のご協力により、ホームページのなかにその紹

介のページを作りました。今後も継続して掲載していきますので、学生の皆さんにも、各校の

先生方にもそれぞれの立場で覗いていただき、何かの力になりましたらと祈っております。

カムパネルラとは～　宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』でジョバンニと旅をする友人なのは言うまでもありません。

絵本が開く異世界への道案内人としての意味を込めたものです。
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■ 児童図書コーナーを設置

12月下旬、児童書コーナーをリニューアルしました。

これまでの児童書書架スペースが手

狭になっていたことや、スチール書架

の暗いイメージがあったことから、よ

り明るい環境の児童書コーナーが望ま

れていました。

この度、木製の児童書用書架を新規導入し、開放的

で明るく使いやすいコーナーとして、幼児から大人ま

で、たくさんのみなさんに利用していただけるよう設

置しましたので、ぜひ、ご利用下さい。

■ ホッと　一息！！　リフレッシュコーナー設置！

12月中旬、図書館玄関ホール脇に「自動販売機」を設置しました。

勉強で頭や心が疲れたときなど、「ホッと一息」つきませんか？

カップ式の、暖かいコーヒーやココア、冷たくフレッシュなジュースなど各種取り揃えてい

ます。

展示スペースのソファやリフレッシュコーナーで、ゆっくりとお飲みください。

※　閲覧室へのゲートより先への持込は、これまで同様できませんので、ご注意ください。

図書館からのインフォメーション 図書館からのインフォメーション 図書館からのインフォメーション 

■　児童図書コーナーの紹介、リフレッシュコーナーの紹介
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Ｑ１．図書館ってどんなところ？

Ａ１．宮教大キャンパスのほぼ中心にあって、みなさんが勉強する時やレポートを書く時に

活用するだろう図書やその他の資料を整理して書架に並べています。

教科書を数多く所蔵していますので、教科書展示企画展や常設展示も開催しています。

入館ゲート近くの児童書コーナーには、幼稚園・小学校教育などで役立つ絵本などの

児童書が、開放的なスペースに置かれています。

「図書館利用ガイダンス」や「資料の探し方講習会」などは、随時開催しているので、

上手に活用してください。

みなさんをお手伝いする職員は全部で10人います。

お気軽にカウンターに声をかけてください。

Ｑ２．図書館にはどんな本・資料があるのですか？

Ａ２．発行されている小学校・中学校の全ての教科書、高校の教科書、そして各指導書をは

じめ、教育学関係の図書約15万冊や、その他様々な分野の図書があります。

また、関係する雑誌やDVD・ビデオなどの視聴覚資料もあります。

Ｑ３．図書館にパソコンはある？　自分のパソコンも使えるの？

Ａ３．インターネットや、ワード・エクセルなどが使えるパソコンを用意しています。

館内は無線LAN対応の場所が多くありますので、

持ち込みパソコンも利用できます。

但し、使用する際はIDとパスワード（情報処理セ

ンターで申請・取得）が必要です。

ゲストIDも用意していますので、カウンターに申

し込んでください。

Ｑ４．CDやDVDを視聴できるところはありますか？

Ａ４．図書館２階のＡＶブース（９台）で見ることができますので、カウンターでヘッドホ

ンを借りて下さい。自分のＣＤやＤＶＤ、ビデオを持ち込んでもＯ.Ｋ.です。

Ｑ５．図書を探しているのですが・・。

Ａ５．OPAC（蔵書検索システム）が図

書館１階と２階にそれぞれ２台あり

ますので、キーワード等を入力し、

所蔵・所在を検索します。その所在

にしたがって書架を探します。自宅

からでもこのOPACにアクセスでき

ます。図書館ホームページの「蔵書

検索」→「学内蔵書検索（OPAC）」

をクリックして下さい。

直接、書架に行って探すこともい

いですね。

図書は、NDC（日本十進分類法）

に則って並べています。

OPACの詳しい利用方法や館内の資料配置などについて、ガイダンスを行っています

ので、ぜひ受講してください。

図書館からのインフォメーション 図書館からのインフォメーション 図書館からのインフォメーション 

■　新入生のための図書館利用Ｑ＆Ａ
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Ｑ６．図書・雑誌を借りるにはどうするの？

Ａ６．学生証（図書館利用証を兼ねています。）を用いて、自動貸出機（通称：ABC）で手

続きします。図書にバーコードラベルがない場合は、カウンターで手続してください。

なお、２階新聞・雑誌閲覧室の「新着雑誌書架」にある雑誌も、棚の奥にあるバック

ナンバーや、雑誌書庫にある製本された雑誌は借りることができます。

但し、新着雑誌書架の最新号は借りることができません。

＊　禁帯出（貸出禁止）の図書などをコピーする場合は、コピー室の３台のコピー機を

利用してください。

Ｑ７．図書を返すときはどうするの？

Ａ７．「自動貸出機」では返却できませんので、カウンターにお返しください。

学生証は不要です。

図書館が閉まっているときは、正面入口の外脇にある、ブックポストに入れてくださ

い。

＊　返却期限は必ず守ってください。返却期限を過ぎると、次の図書を借りることがで

きなくなります。（罰則がつきます。）

＊　さらに、借用更新（延長）もできなくなりますので注意してください。

Ｑ８．論文などの文献を探したいのですが、どう探せばいいですか？

Ａ８．｢資料の探し方講習会｣を受講することをお勧めします。

また、図書館ホームページの「情報検索」→学術情報リンク集の「論文記事を探

す」・「新聞記事を探す」・「その他の情報を探す」などをクリックすると、論文や新

聞記事を検索できるデータベースの一覧があります。

講習会や各ツールについては、カウンターにお聞きください。図書館では皆様の調べ

もののお手伝いをしています。どうぞお気軽にカウンターにご相談ください。

Ｑ９．休憩や、飲食できるところはありますか？

Ａ９．入口近くのエントランスホールとリフレッシュコーナーでは、飲み物も軽食もO.K.で

す。

エントランスには、カップ式の自販機もあります。また、展示ホール近くの多目的閲

覧室でも、飲み物を持ち込んで自習、休憩することができます。

電話：214－3350 e-mail：unyo@staff.miyakyo-u.ac.jp

図書館からのインフォメーション 図書館からのインフォメーション 図書館からのインフォメーション 

貸出制限冊数・返却期限

利　用　者

学部学生（１～３年生）
研 究 生
科 目 等 履 修 生
特 別 聴 講 学 生

学部学生（４年生）
大 学 院 生
専 攻 科 学 生
教 職 員

貸　　出　　期　　間 ２　週　間 １　ヶ　月

貸　　出　　冊　　数 ５　冊 10 冊
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第３回をむかえた宮城教育大学附属図書館特別展示企画「歴史の中の教科書」は、「日本のも

のづくりをささえた理科」というテーマで、平成19年７月30日（月）から８月７日（火）まで

開かれました（４、５日の土日も開催）。開催場所は、附属図書館一階多目的閲覧室で、自然科

学、理科教科書約800点のほか、宮城教育大学の教育に使用された実験機器のいくつかも展示

されました。

（１）特別展示企画でめざしたこと

わが国の自然科学関係教科は、1872年の「小学教則」などで、養生口授
ヨウジョウクジュ

・窮理学（物理学に

変更）輪講・博物（動物・植物、のち金石が加わる）・化学・生理衛生、地学（地理学に変更）

の中の地
チ

文
モン

学
ガク

といった個別科学ごとの教科がおかれ、1886年の「小学校令」などで「理科」と

いう教科に一括されて今日にいたっています。その「理科」は、科学教育の縮小であったと同

時に、自然物・現象に触れ、人生との関係をとらえることを重視した教育として、わが国独自

の発展をとげています。

今回の展示では、「理科」設置以前でも、科学の機械、科学の応用が重視されていたことに注

目しました。また、1941年の「国民学校令施行規則」で「作業理科」、ものづくり教材が重視

される以前から、鉱物化学や食品化学などのものづくり教材がとりあげられていたことが見ら

れるようにしました。展示テーマ「日本のものづくりをささえた理科」の由来です。

（２）宮城県から発進された理科教育の展示

上の展示視点が可能となったのは、宮城教育大学附属図書館に明治期の教科書が比較的多く

所蔵されていたからです。その背景には、1886年に設置された宮城県尋常師範学校が、その時

廃止された公立宮城師範学校の備品や理科教員を受け継ぎ、さらに1930年、文部省が師範学校

の「郷土博物館、資料館」設置を奨励した時に「宮城女子師範郷土研究室」が置かれ、古い教

科書の散逸を防いで収集されたことがあります。

また、わが国最初の『理科教授法』の本は、1879～84年に公立宮城師範学校長であった和久

昌辰が1887年にだしています。「理科」という教科を最初に具体化した教科書だといわれる

『小学理科書』を1887年にだした小野太郎も、公立宮城師範、宮城中学校の教員でした。

その公立宮城師範学校とその前身の官立宮城師範学校があった仙台では、教科書が翻刻発行

されただけでなく、独自に編纂した教科書が全国にむけて発行されていました。そのいくつか

を展示できましたが、その１冊である公立宮城師範の教員が著した『（小学中等科）金石小誌』

図書館の展示企画の報告

平成19年度特別展示企画「歴史の中の教科書：
日本のものづくりをささえた理科」の報告

永　田　英　治
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図書館の展示企画の報告

（1884）は、仙台在住の渡邉慎也氏にお借りして展示すること

ができました。

（３）企画展でそのほかに力をいれたこと

こうした歴史を受け継いだ宮城教育大学ゆかりの理科教育研

究者の業績にふれる展示や、東北理科研究委員会・新潟県理科

教育研究会共編の理科教科書も展示しました。過去二回にわた

る展示でも好評だった、比較的新しい教科書を手にとって見ら

れる展示もしました。

そのほか、ノーベル物理学賞をとった湯川秀樹、朝永振一郎

が編集した教科書を、数多く展示しました。８月４日の記念講

演会は、展示で力をいれた内容に即して、教科書の中のものづ

くりと湯川秀樹の思想にふれるものになりました。

（４）特別展示企画の結果

今回の展示には、合計1134名の参観者が来場し、1000人目の入場者には『たのしい講座を

開いた科学者たち』の本が贈呈されました。産経新聞朝刊、河北新報夕刊、ラジオ放送などで

案内が報じられ、朝日新聞と河北新報の８月３日朝刊に展示の様子が報じられました。また、

ＮＨＫ教育テレビの10月1日発行のテキスト『知るを楽しむ歴史に好奇心』に展示した教科書

のいくつかの写真と解説が掲載されています。

参観者からは、アンケートで多くの応援の声がよせられました。

・現在の理科教育の問題点とこれから進むべき方向を資料が雄弁に語っている・・・。

・昔からの教科書が数多く展示されていて、さすがに教育大だなと感心しました。

・様々な年代の教科書は比較するとおもしろいものです。また次年度も楽しみにしています。

今の理科教育について考えるところがあったという声もあります。

・昔の教科書（理科が小学１、２年生にもあった時代）を見ると、当時の１、２年生は今の

生活科と違って理科的な学習を早くからしていたことに気がつきます。

・いまの子達の教科書、カラフルになり、しかも薄くなっているのを見て大丈夫かな？と思

いました。

自分が使った教科書をなつかしく見ましたという声も多く、実験機器の展示がよかったとい

う感想もありました。

今回の企画にあたって、ご協力をいただいた本学の教職員の皆様、理科教育講座の皆様、こ

とに記念講演でもお世話になった安江正治先生、池山剛先生、猿渡英之先生、機器展示でお世

話になった理科教育講座の諸先生にお礼申し上げます。 （理科教育講座）



こもれび【宮城教育大学附属図書館ニュース】113号

8

10数年前まで、図書館といえば、窓口又
は書架に出向いて、実際に本を手元で開くか、
コピーを手に入れるところでした。現在の図
書館には、もう一つの利用法があります。図
書館の電子情報を利用することです。図書館
のWeb siteにアクセスすることで、図書館
が所蔵する情報だけでなく、世界中の電子情
報を瞬時に取得でき、その恩恵は計り知れま
せん。ところが、学生諸君は余り利用してい
ないようです。そこで、その利用法の一端を、
生物学の分野を例に紹介しましょう。
秋になると「なぜ木の葉は色づいて落ちる
のだろう？」という疑問を持つ人も多いと思
います。皆さんが子供たちにそのような質問
され、答えなければならなくなったらどうし
ますか。きっと、YAHOOなどでキーワード
を入れて、適当なサイトを探すでしょう。
「紅葉」だけでは、観光案内ばかりでどうし
ようもありません。「色素」などで絞ってみ
ると、よさそうなサイトが出てきます。残念
ながら、多くの学生諸君はここ止まりのよう
です。というのは、レポートで課題を出すと、
同じソースを使ったものをたくさん読まさ
れ、よくうんざりさせられるからです。そこ
で、英語のキーワード「autumn color
pigments」を入れてみてはどうでしょうか。
日本語で探したときに比べて、内容が随分異
なります。ウィキペディア（Wikipedia）の
内容も、当然違っています。もちろん、日本
語で書かれたサイトで、質の高いものもたく
さんありますが、日本語の世界から飛び出せ
ば、情報の量と質がともに増大することを、
是非実感してください。
さて、ここまでの話しは、図書館の利用と
は関係ありません。図書館の電子情報は、こ
れまで話してきた情報とは異なり、専門領域
の情報を集めたものです。宮教大図書館の
Web site表紙にある情報検索の欄から、学
術情報リンク集の「論文記事を探す」をクリ
ックすると、学内で利用できるデータベース
の一覧を見ることができます。この中の
PubMed英語版をクリックしましょう。そし
て、キーワードとして「autumn color」
を入れると、生物科学専門雑誌に発表された、
57の学術論文のファイルが出てきます。そ
の中で、著者名をクリックすると、この論文
の要旨が現れます。これを読めば、役立ちそ

うかどうかを判断することができます。
是非読んでみたいと思う論文を見つたけ

ら、その論文を手に入れたくなります。この
時に使うのが、電子ジャーナルです。例とし
て、先ほど出力した検索ファイルの18番目
に、2004年発行のProc. Biol. Sci.という雑誌
の論文が出ています。図書館Web site表紙
に戻り、情報検索欄にある、「電子ジャーナ
ル」の右の「タイトルリスト（AtoZ）」をク
リックします。アルファベット「P」、そし
て次に「PR」をクリックすると、「PR」で
始まる雑誌の一覧が登場します。この中で
Proceedings, Biological Sciencesという雑
誌がお目当てのものです。青字のPubMed
Centralをクリックして、v.271(1545)1213-
1324, Jun22, 2004をクリックすると、この
号の目次が出てきます。目的のページには
「The coevolution of autumn colors」とい
うタイトルの論文があります。PDF-84Kを
クリックすると、図書館に行かなくとも、自
分の目の前にその論文が届けられ、必要があ
ればプリントもできます。何と凄いシステム
でしょうか。何故なら、この電子ジャーナル
を使うために、大変なお金を大学が払ってい
るからです。
この論文は、「なぜ、秋になると木が明る

いきれいな色をつけるのか」という疑問に対
して、「これは色を通して木と昆虫たちが交
流して作り上げた結果である」ことを2人の
研究者が論述したもので、「紅葉の共進化学
説」と呼んでいます。木が昆虫とやり取りを
するって？この学説を知るために、この論文
を読んでみようという意欲がわきませんか？
このようにして文献を探し当て、更にそれを
理解するには、それぞれの専門知識を磨かな
ければなりません。今回のケースのようにし
て、興味を深め、専門の知識をより深く学ぼ
うと、意欲を駆り立てられれば、それが学問
の始まりです。
私たちが利用できる情報は、世界中に広が

っています。それを使えるかどうかは、みな
さんの力量に掛かっています。そして、みん
なの利用が増えれば、宮教大図書館の電子情
報の幅を広げることにもつながります。是非、
みんなでこの大きな情報空間に飛び出し、楽
しんでほしいと心から願っています。

（理科教育講座）

電子ジャーナルを使おう

石　澤　公　明

特集記事：図書館と電子情報－さらに有効な利用を！－
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昨今、「情報リテラシー」（情報を取捨選択

し使いこなす能力）の必要性が叫ばれて久し

いが、学生の皆さんのレポートや答案をみて

いるとインターネットを中心とした電子情報

源の活用率が高い一方、その活用法のどうも

不得手なことが目につく。大抵の場合、本や

雑誌を用いたレポートの方が出来がよいし、

力作もほぼ紙媒体を活用したものの中にあ

る。しかし紙媒体の文献のみを用いようとお

勧めするつもりはない。むしろ膨大な蔵書を

もつ大学図書館が近隣になくとも手軽に情報

にアクセスできるネット情報を使いこなすこ

とは、とりわけ卒業後に不可欠な能力に違い

ないからだ。

そこで、ここでは学生の皆さんに幅広く役

立つ電子情報の活用法についてお話したい。

まず、インターネット上の情報だが、情報満

載なのが官公庁のホームページだ（リンク集

「e-GOV 電子政府総合窓口」・「首相官邸官

公庁リンク」参照）。例えば国会、裁判所、

各省庁、地方自治体などのページを通して、

国会の仕組み、税制の仕組み、裁判員制度、

日本の農業事情、世界の状勢などに関して膨

大かつ丁寧な解説がある。もし何らかの統計

データ（例えば、日本の核家族数の推移、国

内のスポーツ施設の数など）を入手したい際

は、政府の統計リンク集「統計データ・ポー

タルサイト」へいくとよい。各省庁が収集し

たデータが一挙に検索できる。

さらに注目すべきは、これらのページには

みな子供向けのコーナーが設けられている点

である（リンク集「e-GOV子供向けページ

集」・「首相官邸キッズルーム」参照）。例

えば、裁判所のサイト内の「裁判員制度for

キッズ」をみると僅か数分で裁判員制度の仕

組みを凡そ理解し教えることができる。「参

議院キッズページ」（但し、国会のキッズペ

ージは衆議院にはない）をみれば法律の制定

過程などが理解できるし、国会周辺の白地図

に色を塗って三権分立を学ぶものなど子供向

け教材も豊富である。国会や首相官邸のペー

ジにはバーチャルツアーもあり、世界各国の

同種のツアーと比較してみると議会の役割な

どについて新たな知見が得られるはずだ。ま

た先述の統計サイトには「統計学習サイト」

があり、小中学校での統計学習に活用できる。

例えば、地域の特産物の統計を調べ、その統

計から地域の特徴を読み取る授業など、利用

法は多岐にわたるだろう。

むろん政府の情報は数多くの情報の一つに

過ぎず、大学でレポートを書く際などには、

多角的な観点からの情報の精査も不可欠だ。

その際、例えば国会や地方議会の「会議録検

索システム」が役立つかもしれない。国であ

れ、地方自治体であれ、大半の議会のホーム

ページでは、議会の議事録を自由に検索でき

る。宮城県や仙台市も然りである。例えば国

会で免許更新制はどう議論されたか、仙台市

議会ではケヤキ伐採問題がどう議論されたか

を瞬時に検索でき、複数の見解をみることで

議論の相対化ができる。議論の相対化という

点では、最近開設された朝日、読売、日経新

聞の読み比べサイト「新s あらたにす」も便

利だろう。さらに在学中に是非一度は利用し

てほしいのが、本学図書館にもある新聞記事

の検索システム「朝日新聞（聞蔵Ⅱビジュア

ル）」と「河北新報（河北新報データベース

ＫＤ）」である。例えば、現在話題の学力低

下について10年前どう議論されていたのか、

C型肝炎に対する厚労省の対応はどう変化し

たのか、など時系列的に記事を検索でき、長

期的な観点からの問題の考察などに役立つだ

ろう。

むろん、以上でご紹介したものは、電子情

報のほんのごく一部である。が、将来、教師

になった際に即活用できるものであり、まず

は大学でのレポート作成時などに試してもら

いたい。複数の情報を比較検討して、確かな

情報を見つけ出す、いわば電子媒体を使いこ

なす眼力と技量を、学生時代に自分なりに開

発し、身につけて頂きたい。

※なお、以上は本学の授業「情報機器の操作」に

おける「コンピューター利用の事例紹介」の回

に筆者が話した内容の一部をまとめたものであ

る。

（社会科教育講座）

電子情報の活用法～教師を目指す人のために～

井　柳　美　紀

特集記事：図書館と電子情報－さらに有効な利用を！－
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最近、インターネットで検索を使うと、非

常に容易に情報を得ることが出来る。また、

電子ジャーナルなど、これまで紙媒体だった

ものがPDF形式という電子媒体でやり取りさ

れるようになった。国内外の学術論文に関し

ても、郵送で行っていた投稿がインターネッ

ト上で済み、査読・受理までの時間が格段に

早くなった。さて、私が容易になった、早く

なったというのも、紙媒体の時代を知ってい

て比較出来るからである。しかし、学生の皆

さんの場合、物心が付いたときからインター

ネットは存在しており、今の状況が当たり前

になっている。そこで、私としては、安易に

インターネットを利用して欲しくないという

思いから、反面教師として、敢えて電子情報

に関する弊害を供してみようと思う。

エレクトロニクスの世界にMooreの法則と呼

ばれる有名な経験則がある。これは、経時に

対して半導体の集積度が指数関数的に向上す

る、というものである。わかりやすく言うと、

皆さんが持っているパソコンや携帯電話の性

能がねずみ算式に進歩する、ということであ

る。そして、この進歩する速度は人間の成長

速度を遥かにしのいでいた。即ち、この情報

伝達の成長速度は、地球温暖化と同様に、非

自然的である。次に、インターネットの無機

質な世界には、無限大とも言うべき情報が蓄

積されている。我々は、パソコンの画面を通

して、居ながらにして世界各地および世界の

情報とつながっている。テレビは受信するだ

けだったが、インターネットは送受信可能で

望みの情報を得ることができる。我々の住み

慣れた物質世界では、情報担体である物体は

大きさを持つので同じ場所を占め得ない。し

かし、電子情報は、パソコン画面の中に凝縮

している。この状況も非自然的である。つま

り、我々は現在、否応無しに世界各地からの

膨大な情報渦に巻き込まれて生きている。こ

の膨大な情報は、我々を踊らせようとする。

ここで大事なことは、もはや我々に処理でき

る情報量ではないという認識である。我々は

考え、見極めないと不可い。そして、人生に

は限りがあるので、瞬時の取捨選択能力が必

要となる。

私が学生の頃までは、書籍しか調べる手段

がなかった。情報が書籍になるまでには、多

段の推敲があり校正・校閲があるので、情報

の自然淘汰がなされ、極めて信用に足る内容

になる。しかし、インターネットを介した情

報は、間違った内容であっても、書籍の情報

と同じ重さで我々の前に現れる。取捨選択を

するためには、この重さの違いを認識する感

覚を持たなければいけない。これは、残念な

がら、我々が生まれながらにして持っている

五感にはない。学生のレポートは、インター

ネットから情報を得たものが多いが、この感

覚がないので意味を理解せず、間違った情報

でも簡単にコピー&ペーストしてしまう。従っ

て、レポートは優秀なものが書けても、実際

は内容を理解していないので試験になると全

く出来ないという現象が起こる。私には、違

和感さらに不信感がすごく残る。今、大学生

の時に手を抜いては不可い。大学時代は、自

分の自由になる時間が人生で一番あるときで

ある。この感覚を身に付けるのは、今しかな

い。身に付け方としては、各人各様で悩めば

いいと思うが、一つには書籍に頼り、インタ

ーネット情報を確認程度に利用することであ

る。そして、自分の頭で理解して、自分の言

葉で焼き直すことである。そうすると、自然

と取捨選択能力も付いてくる。

表題は、私の好きな萩原朔太郎の一文であ

る。膨大な情報があるということは、一つに

決めきれない。つまり、情報がないのと同値

である。我々は何も持たないで生まれてくる。

情報に惑わされず、何事も自分自身で考え、

自己責任の下で行動することが必要である。

（理科教育講座）

我の持たざるものは一切なり

内　山　哲　治

特集記事：図書館と電子情報－さらに有効な利用を！－
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これまでに多くの学術雑誌が電子ジャー

ナル化されてきた。その過程で価格高騰な

どの問題も生じているが、単に文献利用と

いう観点からみると、従来の冊子体利用に

比べて遙かに便利になった。冊子体では高

い棚のものを取るのに脚立を要する。たく

さんの文献をコピーするのは一苦労だ。文

献を探し、何冊も抱えてコピー機まで運び、

１ページずつ捲ってはひっくり返し、コピ

ー機のボタンを押す。頑丈に製本された重

い本ではまさに重労働だ。ところが現在で

は、Webブラウザーで閲覧したい電子ジャ

ーナルのサイトに行き、目的の文献をクリ

ックすればその文献がpdfファイルとして入

手できる。長い論文も、コピーが厄介だっ

た日本とは規格サイズの違う文献も、あっ

という間に印刷できる。パソコンに保存し

て持ち運べば、重たい文献を持参せずに研

究打合せも可能だ。

しかしながら、すべてが便利になった訳

ではない。必要な文献がわかっていれば簡

単にその文献を入手できるが、どこに必要

な文献があるのか探すことはそう簡単では

ない。閲覧する刊行物が特定されている分

野では、必要な電子ジャーナルのサイトに

赴き、最新の文献内容を確認すれば良い。

しかし、多くの分野ではかなりの数の刊行

物にアンテナを張っておく必要があるはず

だ。そして、閲覧した最新号に必要な文献

がないということも当然のように多々ある。

たとえば、数学を中心とした数理科学系の

定期刊行物の総数は229万部にも及ぶ。また、

専門のジャーナル数も1800以上にのぼる。

もちろんこれらすべてが必要なわけではな

いが、関連論文が出ていそうな電子ジャー

ナルサイトを一つ一つ訪問し、必要な論文

があるか確認することはあまり生産的では

ない。この点に関しては冊子体の方に優位

性があって、専門分野の書棚コーナーで雑

誌をパラパラと捲りながら、本屋での立ち

読み感覚である程度の情報が収集できる。

またこれによって、有益な関連情報を普段

ならあまり手にしない棚の雑誌から発見す

ることもある。しかし、電子ジャーナルの

サイトで同じことをすればかなりのストレ

スだ。

このように利便性が向上した部分と従来

感覚での利用が難しくなった部分のある電

子ジャーナルであるが、必要な文献を探す

ということに関しては、レビューサイトを

活用することで大きく改善できる。数学を

中心とした数理科学系の文献情報提供サイ

トに MathSciNet（アメリカ数学会提供のデ

ータベース）がある。最新の刊行物や論文

情報、刊行後に専門家によって書かれた要

旨や解説などが閲覧でき、これらの情報が

著者名やジャーナル名、キーワード、出版

年、専門分野番号などを複合して検索でき

るようになっている。さらに、電子ジャー

ナルサイトへのリンクも張られており、本

文が読みたければそのサイトに飛ぶことも

できる。

これらを統合して利用するには、電子ジ

ャーナルサイトとレビューサイトの両方に

ついて購読契約が必要となる。従って、大

規模校と小規模校では図書環境の差は益々

大きくなっていると言わざるを得ない。し

かし一方で、国や研究機関のサポートによ

るフリーサイトもしくはそれに近いサイト

も増え始めた。数理科学系では GDZ, icm,

JSTOR, Project Euclid などがそうであり、

雑誌単体としてフリーで提供しているとこ

ろも50以上ある。有償サイトでも５年を経

過した文献を無償提供しているところが多

い。こういった点を考慮すると、今後の図

書館における電子情報提供において、レビ

ューサイトの重要性は益々増してくるので

はないだろうか。皆さんもレビューサイト

が利用できる環境があれば是非活用し、電

子ジャーナルを更に有効利用してみて欲し

い。 （数学教育講座）

11

電子ジャーナルの利便性とそれを支えるレビューサイトの重要性

田　谷　久　雄

特集記事：図書館と電子情報－さらに有効な利用を！－
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『ホームレス中学生』
（田村　裕 著、ワニブックス、2007年）

学校教育専攻４年：太　田　綾　香

物語は、田村の父の「解散！」の一言から始まる。突然訪れた家族の解散宣言に、田村は戸惑いな

がらも、公園で“ホームレス生活”を始める。公園にあった滑り台に寝泊りしたこと、犬と食べ物を

取り合ったこと、空腹に耐えられずダンボールを食べたこと、などの体験が、田村自身によって、コ

ミカルに描かれている。

よく考えてみればとんでもない悲劇である。しかし、田村はそのことを不幸だとは思わず、むしろ

そのおかげで、今、体験することすべてに幸福を感じることができるようになったと語っている。不

幸を不幸だと思わず、幸せをきちんと幸せだと感じること。とても重要なことだが、なかなかできる

ことではない。今、田村の父は田村の兄と共に暮らしているらしい。田村は父を恨むことなく、今共

に過ごせることをとても喜んでいる。この本は、読んだ人に自分の周りの小さな幸せを感じさせてく

れる本だと思う。ぜひ読んでみて欲しいです。

～私が選ぶこの一冊～ 

第8回  

学生の読書室  
～私が選ぶこの一冊～ 

第8回  

学生の読書室  
～私が選ぶこの一冊～ 

第8回  

学生の読書室  

『高円寺純情商店街』
（ねじめ正一著、新潮社、1989年）

国際文化専攻２年：蛭　田　紗　華

中学２年の国語の時間に初めてこの作品を読んだ。生き生きと描かれた商店街の様子やそこに暮ら

す人々、読んですぐ私はこの作品が好きになった。乾物店にとって天敵である蠅や湿気を効果的に用

いて、家族の心情や日常を描いているところが画期的であり、この作品の大きな魅力と感じた。

お気に入りの場面がある。正一の父が蠅を題材に詠んだ俳句「ちくわの穴に蠅とまる」を母が注意

したものの、父は聞く耳を持たない。正一は父の俳句に詠われたものは本当で、自分も見たことがあ

る、蠅が商品に卵を産んでいるところも見たと父に誇らしげに話す。父は正一に「そんなこと学校で

言うなよ」と言って、笑いをこらえる。自分も妻と同じことを言っているじゃないかと。なぜ笑うの

を我慢する顔になったのかがわかった時、たまらなくうれしい気分になった。うれしくなった私は、

この作品から読書の楽しさを教わったのである。

ここは学生の皆さんが最近読んだ本、印象が強か
った本、お勧めの本などについて自由に選んでいた
だき紹介してもらうコーナーです。図書のみとし、
雑誌は除外しています。
たくさんの原稿が集まりました。ありがとうござ
いました。
いただいた原稿を編集委員会で選定し掲載させて
頂きました。
今後もこの企画を継続していきますので、皆さん
からの投稿をお待ちしています。
ここに紹介する本は図書館入り口の書架に「学生
の読書室」として配架しています。

次号発行は７月の予定です。
名前、所属、学年、連絡先と、紹介する本の書名、
著者名、出版社を記入の上、400字以内で、図書館
カウンターにフロッピーディスクで、または下記ア
ドレスへお送り下さい。
尚、「こもれび」の記事は図書館のホームページ
でも公開されます。
mokuroku.seiri@staff.miyakyo-u.ac.jp
図書館に所蔵していない図書については、学生希
望図書として図書館に購入希望を出していただくこ
とも出来ます。

【原稿大募集】【原稿大募集】
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『生命の樹　―チャールズ・ダーウィンの生涯―』
（ピーター・シス 文・絵、原田　勝 訳、徳間書店、2005年）

理科教育専攻４年：三　浦　俊　輔

『種の起源』の著者チャールズ・ダーウィンの伝記読み物です。この本の特徴は、〈作者覚え書き〉

にあるように、作品の随所に「ダーウィンの自伝や手紙、『種の起源』初版」からの抜粋が数多くなさ

れていることです。ただ、それによって作品自体が堅苦しいものになっていると言うよりは、どこか

ユーモラスで繊細なイラストと相俟って、作品を一層活き活きとさせていると言ってよいと思います。

それは、この作品のハイライトとも言える、〈ビーグル号航海〉における航海前のいきさつや、実際の

航海を絵日記風に14ページにわたって描いている部分によく現れています。作者によって描かれてい

るダーウィンの航海は、まさに驚きの連続（ちなみに帰路では「家に帰りたい！」という記述があり

ましたが）。彼の博物学者としての血が騒ぎに騒いでいることを共感しながら読めることでしょう。

作者はガリレオの伝記読み物も描いており、宮教大の図書館に入っています。

『カレーライフ』
（竹内　真著、集英社、2001年）

英語教育専攻３年：土　屋　美津穂

毎年、お盆の時期に、最高のカレーを孫たちに振舞ってくれた洋食屋の祖父。その祖父の葬儀の後、

いとこ同士で、「将来みんなでカレー屋をしよう」という約束をする。それを聞いていた、死ぬ直前の

父にカレー屋を託される、もうすぐ二十歳になる「僕」は、成り行きで富士山からアメリカ・バーモ

ント州、インド、沖縄まで、いとこを捜す長く奇妙な旅に出ることに。

毎日をただ流れるままに過ごしていたり、親に反発して家を飛び出したり、自分の夢に向かって頑

張っていたり・・・と、様々な生き方をしているいとこたち。彼らの心の中にある葛藤を身近なもの

と感じる人も多いのではと思う。青年期の迷いや無鉄砲な勢いに共感でき、思わず応援したくなる。

この話の中にはとにかく様々なカレーが出てくる。その描写から、カレーの香りがしてくるような

気さえする。読み終えると、絶対にカレーが食べたくなる一冊。

『エンカウンターで学級が変わるショートエクササイズ集』
（國分康孝 監修、図書文化社、1999年）

学校教育専攻４年：鈴　木　優　太

「エンカウンター」という言葉を耳にしたことがあるだろうか？「エンカウンター」とは、本音と本

音の交流や感情交流ができるような親密な人間関係（体験）のことをいう。リーダーの指示によって

行うエクササイズを通し、集団でエンカウンターを体験することを「構成的グループエンカウンター

（ＳＧＥ）」という。

……と説明すると何やら難しいもののように思えるが、何のことはない、学校における朝の会や帰

りの会、お楽しみ会などで簡単に、そして楽しみながら行える“ゲーム”を通して、クラスのよりよ

い人間関係を築こうとするものである。

本書にはそうした“ゲーム”が、“80個”たっぷり紹介されており、そのどれもがすぐに実践できる

ものばかりである。実践の紹介だけにとどまらず、実践を支える理論もしっかりと示されているので、

子どもとかかわる上での多くのノウハウを学ぶことができる。

教員を目指す人には、一度目を通すだけでなく、手元に置いておくことをおすすめしたい一冊であ

る。よりよいクラスづくりの頼れるパートナーになってくれるはずである。
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学生時代の夏は、図書館へ逃げ込んでいた。

東京の夏はとにかく暑く、エアコンの無い独

り暮らしの狭い部屋では何もやる気がおこら

なかったからだ。

絵画を学ぶために私は東京の芸術大学に通

っていたが、夏休みに入ると制作の場である

アトリエを解放しない時期があり、自宅での

制作を余儀なくされていた。大学の休業期間

は二ヶ月もある。具象絵画を志してきていた

ため、描写する訓練をさぼるわけにはいかず、

この夏で鉛筆デッサンを20枚以上描くこと

を目標にスケッチブックに向かった。自宅で

の制作は、一生懸命になるほど額から汗が流

れる。鼻先やアゴを通ってスケッチブックへ

ポチャリと垂れる。丁寧に進めてきた画面が

ふやけて描けるわけがありません。その時の

室温は体温を超えていたと思います。気晴ら

しにと、近所の足立区佐野図書館へ行くこと

にした。そこはごく普通の町の図書館。近所

に郷土資料館があるせいか、全国のそれらの

資料は充実していた。絵の題材になるような

資料を集めるには都合が良く、しばしば訪れ

てはいた。炎天下の中、徒歩で約7分。逃げ

込むように入館して、あらためて感じたのは、

涼しく避暑地のよう。嫌な湿度もなく、しか

も空いていて自習デスクが窓際に沢山並んで

いる。ここは穴場かも。そう思うと、すぐに

自宅に帰りスケッチブックと素描用具一式を

持って出直しました。しばらくは汗がひかず、

落ち着くまで15世紀ネーデルラント絵画の

巨匠ファン・エイク兄弟の大型画集に目を通

す。ブルゴーニュ公国の宰相の注文作［ニコ

ラ・ロランの聖母］から細密描写のスピリッ

トを、私の中に奮い立たせる。そして持参し

た写真資料から、鉛筆デッサンをはじめた。

モチーフとして日頃から身近なものをカメラ

に納めていたので、描く対象物は決まってい

た。描き出してみると、意外に鉛筆の走る音

が出ていることに気がついた。手際よくクロ

スハッチングを続けるにつれて、注意される

のでは、と不安になってきたが、その図書館

には、ちびっ子コーナーが設けられていて、

子供達の音に簡単にかき消されていた。集中

して制作するには快適な環境で、その日は時

間を忘れ閉館時間までいたことを記憶してい

る。それから毎日ではないが、朝の場所取り

のため気温が上がる前に図書館へ出掛けるこ

とが習慣になっていた。都内の美術館に完備

された図書館などにもよく出向いたが、近所

の佐野図書館でないとデッサンは制作できま

せんでした。そこがやりやすいのです。美術

館や他の町にある広くモダンなデザインの図

書館では落着かなく、人も大勢いるので堂々

と出来ない。絵画とは無縁そうな足立区の年

配の方々や子供連れの主婦らにまぎれて、こ

っそり制作するスタイルが気に入っていたの

かもしれません。建物の三階部分だけが図書

館になっている佐野図書館。一、二階は区民

に解放しているスポーツ施設。毎日大勢の人

達が通っている様子でした。制作に疲れ、本

を読むことにも飽きた時は、三階の窓から暑

いおもてを眺めながら、ボーッとしていたこ

とを思い出します。夕日が沈む頃には、駐輪

場に沢山並んでいた自転車が一台もなくなっ

ていました。気温も下がってきたことを確認

すると、図書館をあとに歩いて帰宅します。

私にとってそこは、真夏の避難所であり生活

空間のひとつになっていたのでしょう。経済

的には苦しかった学生時代、自分の居場所を

探しながら目標に向かって純粋に取り組む姿

勢を思い返します。

（美術教育講座）

真夏の図書館

安　彦　文　平

『私と図書館』
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本学教員等著作寄贈図書一覧（平成19年１月～平成19年12月受贈分）

堀田幸義（社会科教育講座）
・近世武家の「個」と社会：身分格式と名前に見る
社会像／堀田幸義…刀水書房、2007

吉村敏之（教育臨床総合研究センター）
・「技」を磨き合える学校づくり／吉村敏之著…ぎ
ょうせい、2006

降矢美彌子（音楽科教育講座）
・郷土の文化の教材開発と21世紀初頭の日本の音楽
教育の展望：教職課程における教育内容・方法の
開発研究事業：小学校専門音楽、音楽科教材研究、
音楽科教育法の授業内容と方法の有機的関連の研
究／企画・制作：降矢美弥子、編集：奥忍…宮城
教育大学音楽教育講座、2006

降矢美彌子（音楽科教育講座）
・多文化音楽教育の指導法の研究／降矢美彌子、
2006

渡辺善雄（国語教育講座）
・鴎外・闘う啓蒙家／渡辺善雄…新典社、2007

田端輝彦（数学教育講座）
・比例的推論の教授・学習の適時性とそのカリキュ
ラムに関する研究／研究代表者　田端輝彦…［田
端輝彦］、2007

降矢美彌子（音楽科教育講座）
・子どもの心の教育をめざす多文化音楽教育の研
究：インターネットによる国際理解教育ネットワ
ークの活用／研究代表者降矢美彌子…［降矢美彌
子］、2007

安彦文平「誘惑」F20号（57.0×71.0cm）Oi l on canvas

編集
後記

図書館が提供するサービスは図書や雑誌の貸出だけでないのは、もう皆さんご存じのことと
思います。本学図書館にない図書や文献の取り寄せはもとより、レポートなどを書くときには
電子的な資料のデータベースや電子ジャーナルのデータも役立つことがあるでしょう。それら
をどう探すかという講習会も開いています。
今回の特集記事は「図書館と電子情報－さらに有効な利用を！－」というタイトルで、各講

座の先生方にご執筆頂きました。電子情報を上手に利用できるよう、新入生の皆さんにも挑戦
して頂きたいと思っています。



春を告げる花たち

学務主幹付教務企画専門職　　佐　藤　秀　二

春に咲く花については、草花の代表としてカ

タクリを「こもれび109号」でご紹介しました。

そこで、今回は青葉の森で木に咲く花をご紹介

します。

表紙の写真はキブ

シ（木五倍子）で、

３～４月の山野に、

葉が出る前に房状の

花を咲かせます。果

実を五倍子（フシ）

の代用としてお歯黒

など黒色の染料に用いたため、この名前がある

そうです。写真では、蝶のルリタテハが吸蜜に

来たところです。

次にご紹介するのは、マンサクです。キブシ

より早く２月中旬には、野山のあちこちで花を

咲かせ始めますが、地味な色と細い花弁のため、

花好きな人でないと見

逃してしまうかもしれ

ません。漢字では「満

作」と書き、他の植物

に先駆けて咲くので

“まんず咲く”が転化

したとか、花をたくさ

んつけるので“満咲く”や“豊年満作”から名

付けられたといわれています。

最後は「モミジイチゴ（紅葉苺）」です。新入

生が大学生活に馴れた４月下旬頃、宮教大の学

生駐車場西ゲート付近に白い花を下向きに咲か

せます。いわれは、葉がモミジの葉に似てイチ

ゴのような実がなることからで、別名のキイチ

ゴは実が黄色いので“黄苺”です。実は甘く、

私も小さい頃おやつ代わりに食べていました。

皆が貧しかった1950年代の遠い思い出です。

表紙の解説

編集･発行：宮城教育大学附属図書館　〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉149 平成20年３月10日発行
附属図書館オフィシャルサイトURL http://www.lib.miyakyo-u.ac.jp/

月曜日～金曜日　 9:00～21:30

土曜日・日曜日　10:00～17:00

月曜日～金曜日　 9:00～17:00

国民の祝日

注：臨時休館または開館時間を変更する場合は、その都度掲示等によりお知らせします。

休　館　日

休業期間中

土･日開館

通常開館

平成20年度前期開館カレンダー
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